
令和４年第４回滝川市議会定例会議決結果表

（自）令和４年12月２日 （至）令和４年12月９日

議案番号 件 名 提出者 議決月日 議決結果

報告 １ 監査報告について 議長 １２．９ 報 告 済

報告 ２ 例月現金出納検査報告について 議長 １２．９ 報 告 済

議案 １

令和４年度滝川市一般会計補正予算（第１０号）

市長 １２.２ 原案可決

１ 歳入・歳出予算の補正 （内容は下記のとおり）

補正予算額 ２３８，２２４ 千円

補正後予算額 ２３，０７６，７６４ 千円

【歳入・歳出予算の補正の内容】 単位：千円

１ 庁舎等の維持管理に要する経費 １８，８７７

電力契約の変更に伴う光熱水費の増額のための補

正

２ 財産の取得、管理及び処分に要する経費 ２７７

滝川ふれ愛の里の運営に係る温泉利用許可申請及

び営業許可申請を行うための補正

３ 市民生活の向上推進に要する経費 ５２４

寄附者の意向により三楽街へ防犯カメラを設置す

るための補正

４ 消費者行政推進事業に要する経費 ２７０

北海道消費者行政強化事業補助金を受けて行う、

消費生活相談員等の資質向上及び消費者教育の推

進を図るための補正

５ その他戸籍住民基本台帳に要する経費 ２，７９４

個人番号カード交付事務費補助金を受けて行う、

マイナンバーカードの普及促進を図るための補正

６ 道議会議員及び知事選挙の執行に要する経費

１５，２０４

令和５年４月に予定されている北海道議会議員及

び北海道知事の選挙執行に必要なポスター掲示板

製作等を行うための補正

７ 市議会議員及び市長選挙の執行に要する経費

１，７６５

令和５年４月に予定されている滝川市議会議員及

び滝川市長の選挙執行に必要な投票用紙作成等を

行うための補正

８ 障害者地域生活支援事業に要する経費 １，４３０

障害者総合支援事業費補助金を受けて行う、障害

者自立支援給付支払等システムの改修を行うため

の補正

９ こども発達支援センターの運営管理に要する経費

４５

寄附者の意向により指導用備品を購入するための

補正



10 児童館の運営管理に要する経費 ７０５

寄附者の意向により児童館の玩具を購入するため

の補正及び電力契約の変更に伴う光熱水費の増額

のための補正

11 障害児支援給付に要する経費 ３０，５５９

実績見込みに伴う障害児支援給付費扶助の増額の

ための補正

12 じん芥の収集処理に要する経費 △１２，０３９

令和４年度施設整備費の確定に伴う中空知衛生施

設組合負担金の減額のための補正

13 ごみ最終処分場の運営管理に要する経費 ５７０

電気使用量の増加に伴う光熱水費の増額のための

補正

14 し尿の収集処理に要する経費 １，３０４

令和３年度事業費の確定に伴う石狩川流域下水道

組合負担金の増額のための補正

15 農業委員会の運営に要する経費 １１５

農地集積・集約化対策事業費補助金及び農地利用

最適化交付金を受けて行う、地域計画策定 に必要

な備品を購入するための補正

16 農村環境改善センターの運営管理に要する経費

１，２４０

電力契約の変更に伴う光熱水費の増額のための補

正

17 丸加高原伝習館等の運営管理に要する経費

１，０２３

電力契約の変更に伴う光熱水費の増額のための補

正

18 除雪・排雪対策に要する経費 １９，７４９

燃料価格の上昇に伴う除雪等委託料及び燃料費の

増額のための補正

19 流雪溝の維持管理に要する経費 １１，９６１

電力契約の変更に伴う光熱水費の増額のための補

正

20 河川の維持管理に要する経費 ４００

稼働時間の増加に伴う江部乙救急排水施設管理運

営委託料の増額のための補正

21 公営住宅事業特別会計繰出金 ６２，９５３

社会資本整備総合交付金の交付額の増額に伴い、

公営住宅事業特別会計へ繰り出すための補正

22 その他小学校教育の実施及び管理に要する経費

５０，７５２

電力契約の変更及びガス使用料金の値上がりに伴

う光熱水費の増額のための補正

23 その他中学校教育の実施及び管理に要する経費

１５，８６０

電力契約の変更に伴う光熱水費の増額のための補

正



24 その他高等学校教育の実施及び管理に要する経費

７，４１１

電力契約の変更に伴う光熱水費の増額のための補

正

25 美術自然史館の運営管理に要する経費 ２，５９８

電力契約の変更に伴う光熱水費の増額のための補

正

26 こども科学館の運営管理に要する経費 １，０１１

電力契約の変更に伴う光熱水費の増額のための補

正

27 教育支援センターの運営管理に要する経費 ８６６

電力契約の変更に伴う光熱水費の増額のための補

正

２ 繰越明許費

公営住宅事業特別会計繰出金 ５６，９５３千円

３ 債務負担行為の補正（追加）

滝川市音楽公民館管理代行負担金の支払い

１０，６６２千円

滝川ふれ愛の里（地ビール製造施設を除く）及び

池の前水上公園キャンプ場管理代行負担金の支払

い ６３，８３３千円

４ 地方債の補正（変更）

中空知衛生施設組合負担金の減額に伴う限度額の

変更

議案 ２

令和４年度滝川市国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）

市長 １２．２ 原案可決
○令和３年度北海道国民健康保険保険給付費等交付金

普通交付金の精算等による補正

補正予算額 ３，３０７千円

補正後予算額 ４，４９７，７５９千円

議案 ３

○令和４年度滝川市公営住宅事業特別会計補正予算
（第３号）

市長 １２．２ 原案可決

１ 歳入・歳出予算の補正 （内容は下記のとおり）

補正予算額 １５８，１０６千円

補正後予算額 ５９９，３４２千円

【歳入・歳出予算の補正の内容】 単位：千円

１ 公営住宅建替・改善事業 １１３，９０６

啓南団地７号棟給排水設備等改修工事の追加

に伴う補正

２ 公営住宅等事業基金積立金 ４４，２００

市有地の売却による不動産売却収入等の増額

に伴う基金積立金の増額のための補正

２ 繰越明許費

啓南団地７号棟給排水設備等改修工事

１１３，９０６千円

３ 債務負担行為 滝川市営住宅、滝川市特定公共賃貸

住宅及びこれらの共同施設指定管理代行負担金の

支払 ２７９，７１０千円



４ 地方債の補正（変更）

啓南団地７号棟給排水設備等改修工事の追加に伴

う限度額の変更

議案 ４

令和４年度滝川市病院事業会計補正予算（第４号）

市長 １２．２ 原案可決

○電力契約の変更に伴う光熱水費の増額のための補正

【収益的支出】

（款） 病院事業費用

（補正額） ８７，０００千円

（補正後の額） ７，３６７，００１千円

議案 ５
滝川ふれ愛の里条例

市長 １２．２ 原案可決
○滝川ふれ愛の里を設置するための制定

議案 ６

滝川市産業振興部の公の施設の指定管理者の指定に係

る管理期間の特例に関する条例
市長 １２．２ 原案可決○滝川市産業振興部が所管する公の施設の指定管理者

の指定に係る管理期間を１年とするための条例の制
定

議案 ７

滝川市議会議員及び滝川市長の選挙における選挙運動
の公費負担に関する条例の一部を改正する条例

市長 １２．２ 原案可決

○滝川市議会議員及び滝川市長の選挙における選挙運

動の公費負担限度額の引上げを行うための改正
市長 １２．２ 原案可決

議案 ８

滝川市手数料条例の一部を改正する条例

市長 １２．２ 原案可決
○建築主事の廃止に伴い、建築基準法その他関係法令
に基づく行政事務に係る手数料を廃止するための改
正

議案 ９
滝川市都市公園条例の一部を改正する条例

市長 １２．２ 原案可決〇滝の川公園に有料公園施設として滝川市テニスコー
トを設置するための改正

議案 10

公の施設の指定管理者の指定について（音楽公民館）

市長 １２．２ 原案可決

〇音楽公民館の管理を行わせる指定管理者の指定

・指定管理者名 中央ビルメンテナンス株式会社空知

事業部

・指定期間 令和５年４月１日～令和８年３月31日

（３年間）

議案 11

公の施設の指定管理者の指定について（市営住宅等）

市長 １２．２ 原案可決
○市営住宅等の管理を行わせる指定管理者の指定

・指定管理者名 滝川ガス株式会社

・指定期間 令和５年４月１日～令和８年３月31

（３年間）

議案 12

公の施設の指定管理者の指定について（滝川ふれ愛の
里（地ビール製造施設を除く。）等）

市長 １２．２ 原案可決

○滝川ふれ愛の里（地ビール製造施設を除く。）及び
池の前水上公園キャンプ場の管理を行わせる指定管
理者の指定

・指定管理者名 株式会社滝川振興公社

・指定期間 令和５年４月１日～令和６年３月31日

（１年間）

議案 13

公の施設の指定管理者の指定について（滝川ふれ愛の
里地ビール製造施設）

市長 １２．２ 原案可決

○滝川ふれ愛の里地ビール製造施設の管理を行わせる

指定管理者の指定

・指定管理者名 大雪地ビール株式会社

・指定期間 令和５年４月１日～令和８年３月31日

（３年間）

議案 14

滝川地区広域消防事務組合規約の変更について

市長 １２．２ 原案可決〇滝川地区広域消防事務組合の経費の支弁方法を変更

するための改正

諮問 １

人権擁護委員候補者の推薦について

市長 １２．２ 可と答申〇髙嶋弘美氏の任期満了（令和５年３月 31 日）に伴う
後任の推薦
後任候補者 髙嶋弘美氏



諮問 ２

人権擁護委員候補者の推薦について

市長 １２．２ 可と答申○斎藤寛氏の任期満了（令和５年３月 31 日）に伴う後
任の推薦
後任候補者 斎藤寛氏

諮問 ３

人権擁護委員候補者の推薦について

市長 １２．２ 可と答申〇塩尻文子氏の任期満了（令和５年３月 31 日）に伴う
後任の推薦
後任候補者 芳賀伸吾氏

意見書案 １
帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意

見書

議会運営

委 員 長
１２．９ 原案可決

常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査等の申

出について
議長 １２．９

閉 会 中

継続調査等


